
 

2016 年 1 月 20 日 
特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 

 

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会（事務局：東京都港区、会長：田中英彦、以下「JNSA」）

は、日本における最大規模のCTF大会である「SECCON 2015」の決勝大会を1 月 30 日（土）、31 日（日）の 2

日間に渡って開催します。セキュリティコンテスト「SECCON 2015」は、所属や年齢を問わず、学生から社会人

まで参加できる日本最大の「ハッカー大会」です。今年度は横浜・広島・福島・大阪・福岡で開催した地方予選

と、インターネットから誰でも参加できるオンライン予選を日本語と英語で実施し、決勝大会では、これらの予

選および連携大会を優秀な成績で勝ち進んだチームが一堂に集まりその実力を競い合います。決勝大会 1 日目は

日本国内の学生チームを対象とした「intercollege 決勝大会（学生大会）」、2 日目は世界の強豪チームが参戦する

「international 決勝大会（国際大会）」が開催され、各日18 チームが出場します。「intercollege 決勝大会（学生大会）」

優勝チームならびに「international 決勝大会（国際大会）」で優秀な成績を収めた学生（個人）には文部科学大臣賞

が授与されることが決定しています。「international 決勝大会（国際大会）」では世界 65 ヶ国、累計 3,343名の中か

ら各予選を勝ち抜いた日本の 8 チームと米国・韓国・台湾・ロシア・ルーマニア・ベトナム・タイから 10チーム

が参加し、東京で世界レベルのハッキング対決が繰り広げられる予定です。 

 

■ SECCON 2015 決勝大会・カンファレンス 開催概要 
日程 2016 年 1 月 30 日(土) 、2016 年 1 月 31 日(日) 

場所 東京電機大学 東京千住キャンパス 1 号館 

主催 SECCON 実行委員会（日本ネットワークセキュリティ協会） 

共催 東京電機大学 

後援 

高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、サイバーセキュリティ戦略本部、 警察庁、総務省、公安

調査庁、外務省、文部科学省、経済産業省、国立研究開発法人 情報通信研究機構（NICT）、 独立行

政法人 情報処理推進機構（IPA）、 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）、 一般社

団法人 日本経済団体連合会（経団連） 

協賛 

株式会社 Eyes, JAPAN、アカマイ・テクノロジーズ合同会社、株式会社インフォセック、NRI セキュアテクノ

ロジーズ株式会社、株式会社 NTT データ、株式会社カスペルスキー、KPMG コンサルティング株式会

社、サイボウズ株式会社、さくらインターネット株式会社、ソフトバンク・テクノロジー株式会社、大日本印

刷株式会社、株式会社ディアイティ、テンプスタッフ・テクノロジー株式会社、トレンドマイクロ株式会社、

株式会社ドワンゴ、ネットエージェント株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、一般財団法人 日本情

報経済社会推進協会（JIPDEC）、日本電気株式会社、日本電信電話株式会社、株式会社日本レジスト

リサービス（JPRS）、株式会社ハートビーツ、株式会社日立システムズ、富士通株式会社、LINE 株式会

社、株式会社ラック（26 社、五十音順） 

【ニュースリリースに関するお問い合わせ／取材のお申込み】 

特定非営利活動法人日本ネットワークセキュリティ協会 事務局 林・坂内 

TEL：03-3519-6440  E-mail：info@seccon.jp 

セキュリティコンテスト「SECCON 2015 決勝⼤会」を開催 
〜⽇本国内の学⽣限定「学⽣⼤会」と世界レベルの「国際⼤会」の２⼤会を実施〜 
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■ SECCON 2015 決勝大会について 

決勝大会と併催されるカンファレンスの休憩時間の間に、解説付きのSECCON 決勝大会会場の見学ツアーを行

ないます。最後の表彰式は誰でもご参加いただけます。なお、交流会は関係者のみの招待制となります。 

 

2016 年 1 月 30 日(土) 

「intercollege 決勝大会（学生大会）」 

2016 年 1 月 31 日(日) 

「international 決勝大会（国際大会）」 

11:00 受付 9:30 受付 

11:30 開会式・競技説明 10:00 開会式・競技説明 

12:00 競技開始（4 時間） 11:00 競技開始（5.5 時間） 

16:00 競技終了、答えあわせ 16:30 競技終了、 

バスで移動（関係者のみ） 16:30 表彰式  

17:00 
交流会 

（会場：東京電機大学） 
18:00 

表彰式・交流会 

（会場：第一ホテル両国） 

 

■ 競技形式について 

「intercollege 決勝大会（学生大会）」：Attack&Defence 形式で行います。 

「international 決勝大会（国際大会）」：King of the Hill で行います。運営が用意した仮想サーバ6 台に対して全 18

チームがハッキングを仕掛けます。攻撃ポイントと防御ポイントの総合点で順位を競います。 

 

■ 競技の可視化について 

会場内では、情報通信研究機構（NICT）の協力により決勝大会の競技の様子がリアルタイムに可視化されます。

「intercollege 決勝大会（学生大会）」には、昨年 11 月に行われた「攻殻機動隊 REALIZE PROJECT × SECCON CTF 

for GIRLS」専用可視化エンジンをAttack&Defence 向けにカスタマイズした「AMATERAS零 SECCONカスタム」

が、「international 決勝大会（国際大会）」には、「NIRVANA改 SECCONカスタム Mk-II」が導入されます。 

 
（提供：国立研究開発法人 情報通信研究機構）   
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■ 優勝特典 

「intercollege 決勝大会（学生大会）」 
・優勝したチームには文部科学大臣賞が授与されます。 

・その他「スポンサー賞」「特別賞」を予定しています。 

「international 決勝大会（国際大会）」 

・優勝チームには「DEF CON CTF 2016 finals」出場権が与えられます。 

・優秀な学生（個人）には文部科学大臣賞が授与されます。 

・その他「スポンサー賞」「特別賞」を予定しています。 

 

■ 出場チーム 

「intercollege 決勝大会（学生大会）」（18 チーム 71 名） 
予選通過大会 順位 チーム名 地域 

1 SANS NetWars Tournament 2015（連携大会） #2 dodododo 日本 

2 白浜危機管理コンテスト（連携大会） #1 m1z0re 日本 

3 九州大会「Attack & Defense」 #1 MMA 日本 

4 九州大会「Attack & Defense」 #2 barylite 日本 

5 九州大会「Attack & Defense」 #4 oishiipp 日本 

6 福島大会 「サイバー甲子園」 #1 scryptos 日本 

7 福島大会 「サイバー甲子園」 #2 insecure 日本 

8 福島大会 「サイバー甲子園」 #3 omakase 日本 

9 SECCON 2015 online CTF #1 0x0 日本 

10 SECCON 2015 online CTF #2 TomoriNao 日本 

11 SECCON 2015 online CTF #3 Tokyo Westerns 日本 

12 SECCON 2015 online CTF #5 negainoido 日本 

13 SECCON 2015 online CTF #6 security_anthem 日本 

14 SECCON 2015 online CTF #7 z_kro 日本 

15 SECCON 2015 online CTF #8 wasamusume 日本 

16 SECCON 2015 online CTF #9 IPFactory 日本 

17 SECCON 2015 online CTF #10 Aquarium 日本 

18 SECCON 2015 online CTF #11 Yozakura 日本 
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「international 決勝大会（国際大会）」（18 チーム 71 名） 
予選通過大会 順位 チーム名 地域 

1 SANS NetWars Tournament 2015（連携大会） #1 scryptos 日本 

2 横浜大会「CEDEC CHALLENGE」 #1 urandom 日本 

3 大阪大会「CSIRT 演習」 #1 nw 日本 

4 広島大会「熱血シェルコード」 #1 katagaitai 日本 

5 MWS Cup 2015（連携大会） #1 Jinkai 日本 

6 ASEAN CyberSEAGame（連携大会） #1 Nem ベトナム 

7 ASEAN CyberSEAGame（連携大会） #2 Pwnladin タイ 

8 HITCON CTF（連携大会） #1 Cykorkinesis 韓国 

9 SECCON 2015 online CTF #1 217 台湾 

10 SECCON 2015 online CTF #2 GoatskiN 韓国 

11 SECCON 2015 online CTF #4 m1z0r3 日本 

12 SECCON 2015 online CTF #5 0x0 日本 

13 SECCON 2015 online CTF #6 PwnThyBytes ルーマニア 

14 SECCON 2015 online CTF #7 Shellphish アメリカ 

15 SECCON 2015 online CTF #8 CodeRed 韓国 

16 SECCON 2015 online CTF #9 KaSecon 韓国 

17 SECCON 2015 online CTF #10 Bushwhackers ロシア 

18 SECCON 2015 online CTF #11 TomoriNao 日本 

  



別紙 

 5

■ SECCON 2015 カンファレンスについて 

決勝大会の会場と併設された 2 階の大ホールでは、一般の方も広くご来場いただける情報セキュリティに関す

るカンファレンスを併催いたします。参加費は無料で、事前登録いただければどなたでもご参加いただけます。 

 

■ 2016 年 1 月 30 日（土）カンファレンス（1 日目） 

13:00 開会ご挨拶 

13:05 SECCON 2015 のご報告 

- 全体総括（10 分） 

- SECCON 大阪大会結果からみる CSIRT 対応について（15 分） 

伊藤 彰嗣（サイボウズ株式会社） 

- CTF for ビギナーズ 2015 開催報告（15 分） 

保要 隆明(法政大学大学院)、美濃 圭佑(筑波大学大学院) 

- 「攻殻機動隊 REALIZEPROJECT×SECCON CTF for GIRLS」 

日本初 女性限定 CTF 大会開催報告（25 分） 

中島 明日香（NTT セキュアプラットフォーム研究所） 

井上 大介（国立研究開発法人 情報通信研究機構） 

- ASEAN Cyber SEA Game 報告（25 分） 

寺島 崇幸(SECCON 実行員会 副実行委員長/AVTOKYO/sutegoma2） 

14:35 休憩・SECCON 決勝大会見学ツアー 

15:00 招待講演「A Dozen Year of Shellphish (仮)」 

Shellphish 

※英語での講演です。最初に日本語での概要紹介が入ります。 

16:00 intercollege 決勝大会中継と解説 

寺島 崇幸(SECCON 実行員会 副実行委員長/AVTOKYO/sutegoma2） 

※プログラム内容と時間は変更になる場合があります。 
 
■ 2016 年 1 月 31 日（日）カンファレンス（2 日目） 

13:00 基調講演「つながるクルマのセキュリティ」 

広島市立大学大学院准教授 井上 博之氏 

13:50 休憩・SECCON 決勝大会見学ツアー 

14:20 さくらが IoT？（仮） 

株式会社 ABBALab 代表取締役/さくらインターネット フェロー 小笠原 治氏 

15:10 DNS Security Update 2015 

株式会社日本レジストリサービス 技術広報担当 森下 泰宏氏 

16:00 international 決勝大会中継と解説 

SECCON 実行委員メンバー 

※プログラム内容と時間は変更になる場合があります。 

 
見学・聴講をご希望の方は、以下のURL から参加登録をお願いいたします。 

http://seccon2015.connpass.com/event/25424/（connpass の参加申込みページへ移動します） 
メールでのお申込みも受け付けております。SECCON 事務局（info@seccon.jp) 宛にお申込み下さい。 

以上 


